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Ⅰ．はじめに 

人類の活動に伴う温室効果ガスの影響により、地球規模での気温上昇やこれに伴う異

常気象の頻発など、気候変動リスクが深刻化しています。地球温暖化の程度は、二酸化

炭素をはじめとする温室効果ガスの累積排出量によってほぼ決まるとされているとこ

ろ、温暖化の程度を工業化以前との比較で1.5℃程度以内の水準に抑えるためには、2050

年頃までに、温室効果ガスの排出を実質ゼロにする必要があるとされています。すでに、

日・米・欧をはじめ、数多くの国がこの「2050 年カーボンニュートラル」目標へのコ

ミットを表明し、脱炭素に向けた政策を矢継ぎ早に打ち出しています。

2020年以降の排出量削減に関する国際的な枠組みであるパリ協定（2015 年採択）の

下では、国別の排出削減目標の設定や、当該目標の達成に向けてどのような施策を行う

かは、基本的に各国の裁量に委ねられています。そうした背景もあり、各国の気候変動

対策は、施策のレベル感や内容も様々であり、脱炭素を巡る各国の利害関係は複雑化し

ています。そうした中、各国の政策相互の関係を調整し、フェアな競争条件を整えるた

めのルールとして、WTO 協定を中心とする国際通商法の役割が改めて注目されていま

す。 

本ニュースレターでは、各国の環境・気候変動に関する施策に関し、国際通商法の観

点から注目すべき近時のトピックについて、連載でお届けします。 

第 1回となる今回のテーマは、EUにおける炭素国境調整メカニズム（CBAM: Carbon 

Border Adjustment Mechanism）の導入についてです。 
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Ⅱ．EUにおける CBAM導入の背景・経緯 

 

1. CBAMとは 

一般に、CBAM とは、いわゆる「カーボンリーケージ」のリスクに対処するため、

国境において産品の生産過程で排出される炭素に応じた課金等のコスト調整を行う

仕組みのことをいいます。 

カーボンリーケージとは、ある国（又は地域）の域内で、二酸化炭素等の温室効果

ガスの排出削減のために、カーボンプライシング（典型的には、炭素税の賦課や国内

排出量取引制度）などを通じて炭素排出へのコスト賦課がなされた場合に、そのまま

では、域内の事業者の生産コストが増大し、炭素コストの賦課をされない域外の事業

者に比べて競争上劣位に置かれることから生じるリスクをいいます。具体的には、域

内生産者が、炭素コストのかからない域外に生産拠点を移転させたり、あるいは域外

から炭素コストの含まれない安価な製品が流入し、脱炭素に向けた政策効果が削がれ

てしまうという問題が挙げられます。 

CBAM は、このような問題を防止するため、①域外からの輸入品からも、域内品と

同様の排出コストを徴収したり、逆に、②域内で生産された産品の輸出に際し、域内

で負担した排出コストを還付し、「フェアな」競争条件を整えることを目的とする制

度です（図表 1 参照）。（ただし、後述のとおり、EUが導入を予定している CBAMで

は、今のところ①のみが想定されています。） 

 

図表 1・CBAM のイメージ 
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2. EUにおける CBAM導入の経緯 

EU における CBAM の導入は、2019 年 12 月に欧州委員会が発表した、2050 年ま

での気候中立達成に向けたロードマップである「欧州グリーンディール」1において言

及がなされました。さらに、2021 年 7 月 14 日に欧州委員会が公表した、2030 年ま

でに温室効果ガスの排出を 1990年比で少なくとも 55%削減するための政策パッケー

ジ「Fit for 55」2の中で、EU排出量取引制度（EU-ETS）の強化、2035年までのガソ

リン自動車の廃止などと並ぶ主要施策のひとつとして CBAM の導入が盛り込まれ、

Fit for 55 の発表と同日、欧州委員会の規則案3の形で、具体的な制度案が公表されま

した。 

欧州委員会の提案については、その後、EU 理事会や欧州議会で検討が続けられて

きましたが、2022 年 12 月 13 日、EU 理事会と欧州議会は、CBAM の設置について

暫定合意に達したこと、2023年 10月 1日から同制度の本格導入に向けた移行措置を

施行することを発表しました4。 

 

Ⅲ．EU排出量取引制度（EU-ETS）の強化と CBAMの関係 

 

上に述べたように、CBAM は、2030年までに温室効果ガスの排出量を 55%削減する

ための政策パッケージ「Fit for 55」の一部をなすものです。特に、Fit for 55 を構成する

別の施策である EU-ETS の強化とセットで設計されており、EU-ETS の強化と CBAM

両者がいわば「車の両輪」の関係にあることが特徴です。そのため、CBAM を理解する

ためには、EU-ETS の動向も併せて理解しておく必要があります。 

EU-ETS は、欧州圏内で温室効果ガス削減目標を達成するための取組みとして 2005

年 1 月に導入された、世界最大の排出量取引（キャップ＆トレード）制度です。EU 加

盟国のほか、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスが参加していま

す。EU-ETS の適用期間はフェーズ 1～4に分類されており（図表 2）、これまで段階的

に、適用範囲の拡大や排出総量の削減を含む制度強化が行われてきました。 

 

図表 2・EU-ETS の 4フェーズ 

第 1フェーズ 2005～2007年 第 3フェーズ 2013～2020年 

第 2フェーズ 2008～2012年 第 4フェーズ 2021～2030年 

 

図表 3・EU-ETS の適用対象（第 4フェーズ） 

対象物質 CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6 

対象部門 火力発電などの発電、鉄鋼・セメント・石油精製などのエネルギー多

消費産業、EEA 内の航空便 等 

 
1 2019年 12月 11日付欧州委員会「欧州グリーンディール」 
2 2021年 7月 14日付欧州委員会「Fit for 55」 
3 2021年 7月 14日付欧州委員会 CBAM 規則案 
4 2022年 12月 13日付 EU理事会プレスリリース及び欧州議会プレスリリース 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&from=EN)
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a95a4441-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a95a4441-e558-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/13/eu-climate-action-provisional-agreement-reached-on-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64509/deal-reached-on-new-carbon-leakage-instrument-to-raise-global-climate-ambition
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対象者数 固定施設合計 12,074、航空会社 524 

カバー率 EU排出量の 40% 

 

一般に、排出量取引制度の設計は、大きく、①過去の排出実績や一定のベンチマーク

に基づいて政府が予め企業に無償で排出枠を配分した上で、過不足分のみを企業間で取

引するという「無償割当方式」と、②企業が排出枠を全て取引市場から有償で調達する

「有償割当（オークション）方式」に分けられます（図表 4）。 

 

図表 4・排出量取引制度における無償割当方式と有償割当方式5 

 

 

EU-ETS では、第 1・第 2 フェーズでは無償割当方式が採用されていましたが、第 3

フェーズ以降では有償割当（オークション）方式も併用されるようになりました。しか

し、カーボンリーケージリスクが特に高いとされる鉄鋼等の指定業種については、域外

との競争条件の調整の観点から、無償割当が残される形となっていました。 

Fit for 55 の一環として発表された EU-ETS の強化策では、欧州域内におけるさらな

る排出削減を実現するため、これまで指定業種について認められてきた無償割当を

2026年以降段階的に削減し、最終的には全て有償割当とすることが構想されています。

これに伴い対象分野の生産コストが上昇し、カーボンリーケージリスクが顕在化するこ

とが予想されるため、対象分野について CBAM を導入し、域外からの輸入品からも排

出量に相当する賦課金を徴収することとするというのが、EUによる CBAM 導入の狙い

です。 

このように、EU-ETS の強化と CBAMの導入とは表裏一体の関係にあり、EUの中で

も、両者は常に並行して検討が進められています。実際、EU 理事会と欧州委員会は、

CBAMについて暫定合意に達した 5日後の 2022年 12月 18日、EU-ETS の強化につい

ても暫定合意に達し、対象となる産業部門の 2030年の排出削減目標を 62%減に引き上

 
5 環境省・カーボンプライシングの活用に関する小委員会第 20 回会合（2022年 3月 28 日）「資料 1」

を基に作成。 

無償割当型 有償割当（オークション）型

企業・施設毎に排出上限を
割り当て、過不足分を取引

域内全体で排出総量を設定し、その範囲内で
販売される排出枠をオークションにて取引

企業A 企業B

排出量
オークション
購入排出枠

企業A 企業B

無償
割当

無償
割当

余剰分

超過分

売買

排出量
の上限

排出量

https://www.env.go.jp/council/06earth/20_5.html


 

INTERNATIONAL TRADE LAW / CARBON CREDIT BULLETIN 

      
当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2023 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

5 
 

 

 

げること、すでに EU-ETS の対象となっているエネルギー集約型産業、発電部門及び

EEA 内の航空便に加えて今後は海運、道路輸送及び商業用不動産といった分野にも対

象を拡大することなどと併せて、2026 年から 2034 年にかけて、CBAM の対象となる

産業分野において段階的に EU-ETS の無償割当枠を廃止することを発表しています6。 

 

Ⅳ．EUにおける CBAMの具体的内容 

 

今般 EU 理事会と欧州議会の間で暫定合意された CBAM 規則案の具体的な内容は、

本ニュースレター執筆時点では公表されていませんが、当該合意に関するプレスリリー

ス7や 2021年 7月に欧州委員会が公表した当初の CBAM規則案8によれば、制度の内容

は概ね以下のようになると考えられます。 

 

図表 5・EUにおける CBAM の概要9 

項 目 概  要 

対象産品 ⚫ セメント、電気、肥料、鉄鋼、アルミニウム及び水素、並びにこれらに関

連する一定の産品 

CBAM 証書 

（排出権） 

⚫ 申告者（輸入者）は、当局から CBAM 証書（一種の排出権）を購入し、毎

年 5月末までに、前年の排出量に対応する証書数の償却を行う。CBAM 証

書の価格は、前週の EU-ETS 排出枠オークションの終値の平均価格。 

⚫ 輸入者は、原産国で実負担した炭素価格に応じて、償却する CBAM 証書

数を削減可能。 

⚫ 輸入者は、毎年 5月末日までに、前年における対象産品の輸入量、当該産

品の生産過程における排出量、排出量に対応する CBAM 証書の償却数等

を当局に申告。 

その他の手続 ⚫ 対象産品の輸入者は、事前に CBAM 当局から認証を受ける。 

⚫ 排出量の計算については一定の方法に従う必要があり、認証機関による認

証が必要。 

導入時期 ⚫ 2026年から本格運用（賦課金の徴収）開始。 

⚫ 2023 年 10 月 1 日に移行期間が開始し、輸入者に排出量等の報告義務が

課される。 

適用除外 ⚫ アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスは適用除外 

 

1. 対象産品 

まず CBAMの対象産品については、2021年 7月に欧州委員会が公表した当初の規

則案10では、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、電力が想定されていましたが、

上述のプレスリリースによれば、今回の暫定合意ではこれらに水素が追加され、さら

に、これらの産品の原材料（precursors）や川下製品についても、一部が対象に追加

されることとされています。 

 
6 2022年 12月 18日付 EU理事会プレスリリース及び欧州議会プレスリリース 
7 前掲注 4 
8 前掲注 3 
9 欧州委員会の当初規則案（前掲注 3）及び EU 理事会・欧州議会の暫定合意に関するプレスリリース

（前掲注 4）に基づく。 
10 前掲注 3 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/12/18/fit-for-55-council-and-parliament-reach-provisional-deal-on-eu-emissions-trading-system-and-the-social-climate-fund/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221212IPR64527/climate-change-deal-on-a-more-ambitious-emissions-trading-system-ets
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また、プレスリリースによれば、対象産品の生産に関連して生じる温室効果ガスの

間接排出についても、今後適用対象とする方向で具体的な要件や基準を検討すること

とされています。 

 

2. CBAMの具体的な運用 

CBAM の具体的な適用については、欧州委員会の当初の規則案によれば、対象産品

の輸入者（税関申告を行う者）は、予め当局の認証を受けた上で、当局から CBAM 証

書（一種の排出権）を購入し、毎年 5月末までに、前年の排出量に対応する証書数の

償却を行うこととされています。CBAM 証書の価格は、前週の EU-ETS 排出枠オー

クションの終値の平均価格とされており、実質的に、EU-ETS を通じた排出コストの

賦課を、域内産品だけでなく輸入品にも拡大する効果が見込まれます。また、輸入者

は、毎年 5月末日までに、前年における対象産品の輸入量、当該産品の生産過程にお

ける排出量、排出量に対応する CBAM 証書の償却数等を当局に申告しなければなら

ないとされています。 

輸入者が原産国で炭素コストを負担した場合には、実負担額を申告することにより、

償却する CBAM 証書数を削減することができるとされています。ただし、原産国に

おける炭素コストの負担を証明するための記録について第三者の認証を得た上で記

録を保管することなど、一定の手続的要件が課されています。 

なお、EU 非加盟国のうち、EU-ETS に参加しているアイスランド、リヒテンシュ

タイン、ノルウェー及びスイスの 4 か国からの輸入については CBAM の適用が除外

される予定です。 

 

3. 導入スケジュール 

CBAM の本格実施に向けたスケジュールとしては、上記プレスリリースによれば、

今後、EU 理事会と欧州議会による正式な採択を経て、まずは 2023 年 10 月 1 日以

降、移行期間として、対象産品を輸入する事業者に対し、生産過程における排出量等

の報告義務が適用される予定です。その後、2026 年からは、実際に輸入品に対する

排出コストの徴収が開始され、2026年～2034年に予定されている EU-ETS における

無償割当の削減・廃止と平仄を合わせて、段階的に CBAM の適用が強化される見込

みです11。 

 

Ⅴ．CBAM導入の影響と今後の見通し 

 

1. 貿易への影響 

CBAM対象産品の EUへの輸出が多い国については、CBAM による賦課金の徴収に

より、貿易への直接的な影響が生じることが予想されます。鉄鋼、アルミニウム、肥

料、電気、セメントといった対象産品の EUへの輸入に占める割合については、ロシ

 
11 前掲注 4 
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ア、中国、インドなどが上位に名前を連ねているところ、これらの国からは、CBAM

の導入に対し、反発の声が上がっています。また、これらの国以外からも、CBAMの

導入により、例えばこれまで EU向けに輸出されていた産品が、他の国・地域向けに

シフトすることにより、安い輸入品の急増にさらされる可能性があるとして CBAM

の導入を懸念する声も上がっています。 

日本への影響はというと、現時点では、日本は対象産品のいずれも EUへの輸出量

はそれほど多くなく、影響は限定的との見方があります。もっとも、日本企業が第三

国で生産した品目が EU に輸出される場合にも CBAM の適用対象になり得ること、

また、第三国からこれまで EU向けに輸出されていた製品が日本や、日本の主要輸出

先である東南アジア等に流入することで、マーケットシェアの低下といった間接的な

影響が及ぶ可能性は懸念されています。さらに、下記 3.のとおり、今後、CBAMの適

用対象が拡大する可能性があり、その場合には日本企業への影響も大きくなることが

予想されます。 

 

2. 国際通商法との関係 

国際通商法上の観点から見ると、EUの CBAM は、輸入品に対し、EU-ETS の排出

枠価格に相当する賦課金を徴収する制度であり、経済的には、輸入品に追加関税を賦

課するのに近い効果を有することになると考えられます。そうした貿易制限的効果に

ついては、WTO協定上、例えば関税譲許原則（GATT 2条）、数量制限の禁止（同 11

条）、内国民待遇義務（同 3 条）その他の諸原則との関係について法的論点が生じ得

ます。実際、ロシア、中国、南アフリカ、米国などからは、CBAM のWTO協定整合

性に関する懸念が表明されており、一部の国はWTO 提訴も示唆しています。 

仮に CBAM が上記のような WTO 協定上の義務に抵触する場合には、人や動植物

の生命・健康保護のための措置や有限天然資源の保全のための措置について、これら

の義務の例外を定めた GATT 20条などとの関係も問題になります。 

 

3. 今後の見通し 

CBAMに関する次のステップとして、欧州委員会は、欧州議会が求めていた有機化

学品やポリマーなどを今後対象範囲に含めるかを 2025 年末までに検討することとし

ています12。有機化学品やポリマー（プラスチック等）については、他の製品と比較

して日本から EU向け輸出金額が大きいため、仮に対象範囲が拡大した場合には、日

本への直接的影響が大きくなることも懸念されます。 

また、現在未解決の重要な問題のひとつが、上記Ⅱ.1.で言及した、輸出品に対する

排出コストの還付です。現在のところ、EU で導入される予定の CBAM においては、

EUから第三国への輸出は対象外ですが、EUの業界団体からは、輸出還付の導入を求

める声も上がっています。この点について、CBAM の暫定合意に関する EU理事会の

プレスリリースには、「輸出の炭素リーケージを防ぐための措置についてもさらなる

 
12 前掲注 4欧州議会プレスリリース 
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作業が必要である」との記載があり、EU-ETS の強化に関する欧州議会のプレスリ

リースにも、「2025 年までに、欧州委員会は、EU 域外への輸出を目的とした EU 域

内生産品の炭素リーケージのリスクを評価し、必要であれば、このリスクに対処する

ためのWTO協定に整合的な立法案を提示するものとする」と記されています。 

なお、上記Ⅳ.2.で述べたように、EUの CBAM では、輸入者が原産国で負担した炭

素コストを CBAM の賦課金から控除（証書数を削減）することが認められています

が、原産国でのコスト負担を証明するための証憑や手続については一定の要件が課さ

れています。このような制度の仕組みに照らし、EU 域外の各国で負担された炭素コ

ストをどのような方法で適切に算定し、CBAM の運用上考慮の対象としていけるか

が、各国の生産者の公平感を担保する上でも重要な課題となることが予想されます。

この点については、企業会計やデータをめぐる新たな世界の覇権争いの呼び水になる

可能性もあるとの指摘もなされています13。 

以上 

  

 
13 日本経済新聞 2023年 1月 13日「グリーン地政学、広がる戦線 貿易から会計・データへ」 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK054250V00C23A1000000/
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セミナー情報 

➢ セミナー  『第 5072回金融ファクシミリ新聞社セミナー「2023年 3月期有価

証券報告書から始まるサステナビリティ法定開示を正しく理解す

る」』 

開催日時  2023年 2月 15日（水）13:30～15:30 

講師    田井中 克之 

主催    株式会社 FNコミュニケーションズ 

 

➢ セミナー  『第 5回貿易部会（講演会：経済安全保障政策の企業に与える影響

について）』 

開催日時  2023年 2月 16日（木）10:30～12:00 

講師    石本 茂彦、沈 暘 

主催    大阪商工会議所 国際部 

 

➢ セミナー  『サステナビリティ・コーポレートガバナンスの開示等に関する改

正～2023 年 3 月期の有価証券報告書の準備にあたり実務上の留意

点と今後の動向について解説～』 

開催日時  2023年 2月 20日（月）10:00～12:00 

講師    石橋 誠之 

主催    経営調査研究会 

 

➢ セミナー  【申込受付中】MHM プレミアム Liveセミナー「カーボン・クレジッ

トを巡る実務の最新動向」 

開催日時  2023年 2月 20日（月）14:00～16:00 

講師    【森・濱田松本法律事務所】 佐藤 正謙、武川 丈士、久保 圭吾、大

木 健輔 

【経済産業省】 中山 竜太郎 氏（ゲスト講師） 

【株式会社東京証券取引所】 松尾 琢己 氏（ゲスト講師） 

主催    森・濱田松本法律事務所 

【お申込みに関して】 

会員制ポータルサイト「MHMマイページ」にてお申込みを受け付けいたします。

（申込期限：2023年 2月 15日（水）） 

※MHM マイページのご登録がお済みでない方は、こちらより新規登録の上でお

申込みをお願いいたします。 

 

  

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/3.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/3.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/3.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/62.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/62.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/48.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/48.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/48.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/36.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/36.html
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1075
https://mypage.mhmjapan.com/seminar/show_single/1075
https://mypage.mhmjapan.com/ja
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➢ セミナー  『脱炭素時代における再エネ投資の最前線〜M&A、FIP、コーポレー

ト PPA、制度改正の最新動向を専門の弁護士が解説〜』 

開催日時  2023年 2月 28日（火）13:00～15:00 

講師    村上 祐亮 

主催    株式会社新社会システム総合研究所 

 

文献情報 

➢ 書籍    『M&A 法大系 第 2版』 

出版社   株式会社有斐閣 

著者等   岡谷 茂樹、酒井 真、林 宏和、安倍 嘉一、熊谷 真和、関口 健一、

 代 宗剛、森田 恒平、松下 憲、渡辺 邦広、小山 浩、末廣 裕亮、

田中 浩之、東 陽介、藤田 知也、李 政潤、石川 大輝、河島 勇太、

栗原 宏幸、佐藤 典仁、高宮 雄介、近澤 諒、邉 英基、森田 茉莉

子、堀尾 貴将、湯川 昌紀、若林 功晃、石田 幹人、石橋 誠之、金

丸 由美、白川 佳、島田 里奈、松田 悠希、中野 玲也、鈴木 信彦、

立石 光宏、越智 晋平、笠間 周子、金村 公樹、西岡 研太、廣田 雅

亮、福田 剛、飯島 隆博、坂尻 健輔、秋田 顕精、大川 信太郎、大

段 徹次、山田 彰宏 

 

➢ 論文    「米国等の対中規制の動向と“中国的”経済安全保障」 

雑誌    MIZUHO CHINA MONTHLY 2023 年 1月号 

著者等   石本 茂彦 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 

https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/34.html
https://www.mhmjapan.com/ja/seminars/year/2023/34.html

